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◆ 第二部の内容

アクセスフリープランの新設

アクセスフリープランのご紹介

同時アクセス数プランについて

ガイダンス用アクセス数無制限オプション



NPO医学中央雑誌刊行会

医中誌Webアクセスフリープランの新設
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◆ アクセスフリープランの概要

大学・専門学校様と病院様向けのプラン

アクセス数の上限が無く、いつでも何人でも利用が可能

リモートアクセス契約を含むため、どこからでも利用が可能

施設の種類と規模による料金設定

必要なとき、

いつでもどこでも、

快適に
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◆ 過去のアンケート結果

アンケート調査（2014年、管理者対象）にて「同時アク

セス数制限があるので、利用範囲を限定している。アクセ

ス数制限がなければ、利用範囲を広げる可能性がある。」

との回答が教育機関で25%、病院で21%

教育機関 病院

55%21%

18%

6%

契約形式と利用範囲は無

関係

同時アクセス制限がある

ので、利用範囲を限定し

ている。

どちらとも言えない。分

からない

無回答

56%25%

18%

1% 契約形式と利用範囲は無

関係

同時アクセス制限がある

ので、利用範囲を限定し

ている。

どちらとも言えない。分

からない

無回答
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◆ 過去のアンケート結果

「リモートアクセス契約を行いたいが料金が高いので

行っていない」との回答が教育機関で41%、病院で30%

教育機関 病院

8%

41%45%

2% 3% リモートアクセス契約を

行っている

リモートアクセス契約を

行いたいが、料金が高い

ので行っていない

リモートアクセスの必要

はない

その他

無回答

2%

30%

59%

2%
8%

リモートアクセス契約を

行っている

リモートアクセス契約を

行いたいが、料金が高

いので行っていない

リモートアクセスの必要

はない

その他

無回答
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◆ 臨時アクセス数増のご要望

実習形式の講習会のための「臨時アクセス数増」の要望が非
常に多い
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設定依頼

 2015年度：320機関、1600回
 2016年度：309機関、1649回
 2017年度：340機関、1858回
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◆ エンドユーザーの声

Twitterで、「医中誌にアクセスできない」「家で医中誌が
見られない」とつぶやく人が非常に多い



NPO医学中央雑誌刊行会

医中誌Webアクセスフリープランのご紹介
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◆ アクセスフリープランの概要

大学・専門学校様と病院様向けのプラン

アクセス数の上限が無く、いつでも何人でも利用が可能

リモートアクセス契約を含むため、どこからでも利用が可能

施設の種類と規模による料金設定

必要なとき、

いつでもどこでも、

快適に
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◆ 料金（大学・専門学校様向け）

契約プラン 学校の種類 年間利用料金（税抜）

アカデミックプランA 大学（医学部を有する） 1,250,000円

アカデミックプランB 大学（歯学・薬学・看護学部（学

科）を有する）

950,000円

アカデミックプランC 大学（獣医学・医療系学部

（学科）を有する）

750,000円

アカデミックプランD 大学（医療系学部（学科）が

設置されていない）

短期大学

500,000円

アカデミックプランE 専門学校 300,000円



NPO医学中央雑誌刊行会NPO学中央雑誌刊行会NPO医学中央雑誌刊行会12

◆ 「アカデミックプランC」とは

獣医学・医療系学部（学科）を有する大学様向けプラン

医療系学部に該当する学部（学科）の例

・リハビリテーション

（理学療法士・作業療法士）

・救急医療、放射線技師、細胞検査士

臨床検査技師など
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◆ 「アカデミックプランD」とは

医療系学部（学科）が設置されていない大学様および短期大
学様向け

アカデミックプランDに該当する学部（学科）

・生命工学、スポーツ健康学、栄養学、心理学、社会福祉

短期大学様は、看護学部（学科）などの医療系学部があって
もこのプランに該当
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◆ 料金（病院様向け）

契約プラン 病床数 年間利用料金（税抜）

病院向けプランA 600床以上 500,000円

病院向けプランB 400床～599床 450,000円

病院向けプランC 200床～399床 400,000円

病院向けプランD 200床未満 300,000円

※クリニックなどの病床が無い機関様は病院向けプランDに該当

※病床数は、厚生労働省（地方厚生局）や各都道府県が公表している

データに依拠
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◆ マルチサイト契約

従来の同時アクセス数プランと同様に必要

アクセスフリープランにおけるマルチサイト契約は、料金表
のリスト上位にあたるプランを主契約とする

例）
・AAA大学 医学部 （アカデミックプランAに該当）
・AAA大学 看護学部（アカデミックプランBに該当）

・AAA大学 医学部 ⇒ 主契約
・AAA大学 看護学部 ⇒ マルチサイト

となります。逆の関係での契約は不可
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◆ オプション料金（マルチサイト）

マルチサイトでの利用

同一機関だが、住所が異なる複数のサイトで利用する場合

追加1サイトにつき以下料金(税抜)／年が別途必要

マルチサイト数 年間利用料金（税抜）／追加1サイト毎

１～１０サイト 200,000円

１１～２０サイト 100,000円

２１～５０サイト 50,000円

５１～ 20,000円
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◆ 認証について

従来の同時アクセス数プランと同様に、ID/PW・IPアドレ
ス・IPアドレス + ID/PWの3種類

ID/PWはリモートアクセス用IDと合わせ10組まで発行

ID/PW認証の場合、及び、IP認証だがリモートアクセス用に
ID/PWを発行した場合は、１年毎に変更となる

リモートアクセスには学認、VPN経由でのアクセスを推奨

VPNツールのご紹介

・EZproxy

・RemoteXs

など
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◆ アクセスフリープランへの移行

2018年4月以降、契約更新時以外でも受付

月割りでの移行に対応

無料トライアルは新規契約時のみ
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◆ ディスカバリーサービスについて

現在、下記のディスカバリーサービスに対応。医中誌Webを
契約している場合、ディスカバリーサービスの検索対象とし
て設定可能としている

・Summon

・Primo

・EBSCO Discovery Service

・OCLC WorldCat Discovery （予定）

・Ovid Discovery Service （予定）

2019年4月より、医中誌Webをディスカバリーサービスの
検索対象とする場合には、アクセスフリープランでの契約が
必須となる
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◆ アクセスフリープラン アンケート

アンケート対象と回答数

・2018年4月にアクセスフリープランへ移行頂いた機関様

・回答数：21機関様

アンケート内容

・アクセスフリープランを契約頂いた主な理由

・アクセスフリープランで満足している点

・アクセスフリープランで不満を感じる点

・アクセスフリープランへのご要望
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◆ 契約した主な理由（1）

• 学生の事例集作成時に、いつも混雑し不満が出ていた。

• 利用が集中する時期があり苦慮していた。（中略）価格的

には少し高額だったが、利用者への利便性と管理容易性を

考慮すると許容範囲だった。

• かねてよりアクセスオーバーが発生していた。
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◆ 契約した主な理由（2）

• 留学など海外で研究中の本学研究者に向けて、リモートアク
セス環境を整える必要があった。

• 実習しながらの説明が可能になるため。使い方を説明すると
き、アクセスしながら説明できると内容が伝わりやすい。
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◆ 満足している点（1）

• いつでもどこでも利用できるということで、利用する時期、
時間が集中しがちでありながら、いつ利用するかは都合次第
という看護系職員への利便性が向上した。

• アクセスが集中する卒業研究の時期など、利用者から不満が
出ていたがそれが解消された。
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◆ 満足している点（2）

• 4月の利用状況を見ると、前年度の同月より検索回数も

ログイン回数も増えており、これまでの同時アクセス

制限数を超えるログイン回数も何度かあることから

利用者数の増加にも対応できていることを実感。

また医中誌Webを紹介・実習する院1年生の図書館

オリエンテーション開催前に同時アクセス数の増加

手続きが不要になり図書館としても業務が軽減された。
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◆ 不満を感じる点

• フリープラン用の詳しい案内や利用者用資料がない。

• 管理者としてリモートアクセス用PWを任意に変更ができな
い。 固定PWでは不正利用されたときの対応ができない。

• 医中誌が発行してくれるリモートアクセス用のIDとPWの数が
原則5つまでの点。



NPO医学中央雑誌刊行会NPO学中央雑誌刊行会NPO医学中央雑誌刊行会26

◆ アクセスフリープラン 利用ログ

移行機関における利用率の向上

前年同月（2017年4月）との比較

64%

36%

ログイン回数、

アクセス回数、

検索回数いずれ

かが増えた

いずれも増えな

かった

前年4月比

ログイン回数：128％
アクセス数 ：106％
検索回数 ：105％
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◆ アクセスフリープラン紹介用ポスター

院内・学内での掲示用ポスターの作成

• アクセスフリープランの概要を紹介し、利用の促進用にアクセスフリープ
ランの概要と利点を紹介した院内・学内掲示用のポスターを作成

・医中誌HPからダウンロードが可能

・PDF版、Word版をご用意

・Word版は、用途に合せて加工が可能

・下記URLよりダウンロード可能

http://www.jamas.or.jp/user/guide/index.html
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◆ スマートフォン対応インターフェース

スマートフォン対応インターフェースのリリース

2018年4月9日医中誌Webのスマートフォン対応

インターフェースをリリース

http://www.jamas.or.jp/news/ver/201804_smapho.html

・アクセスはこちらから
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医中誌Web同時アクセス数プラン



NPO医学中央雑誌刊行会NPO学中央雑誌刊行会NPO医学中央雑誌刊行会30

◆ 契約プランと料金

同時アクセス数プランも引き続きご提供

※価格の変更は無し

契約プラン 年間利用料金（税抜）

同時アクセス数２ 250,000円

同時アクセス数４ 450,000円

同時アクセス数８ 750,000円

同時アクセス数１２ 950,000円

同時アクセス数１６ 1,150,000円
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◆ オプション料金（マルチサイト）

マルチサイトでの利用

同一機関だが、住所が異なる複数のサイトで利用する場合

追加1サイトにつき以下料金(税抜)／年が別途必要

マルチサイト数 年間利用料金（税抜）

１～１０サイト 200,000円

１１～２０サイト 100,000円

２１～５０サイト 50,000円

５１～ 20,000円
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◆ オプション料金（リモートアクセス）

リモートアクセス

契約機関に所属する人が、機関外（自宅や外出先など）から

医中誌Webを利用する

オプション契約 年間利用料金（税抜）

リモートアクセス 300,000円



NPO医学中央雑誌刊行会

ガイダンス用アクセス数無制限オプション
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◆ ガイダンス用アクセス数無制限オプション(1)

ガイダンス用アクセス数無制限オプション

・年間14日までは無料

・有料・無料とも、代理店を通じて申込書に下記を記載

日時、参加人数（サーバ負荷、講習会規模の把握）

・設定完了時にメールを配信
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14日を越える場合の料金

・最少10日単位より、上限30日までご利用可能

・設定日数は契約更新のタイミングでクリア

・1日単位で利用可能

日数 利用料金（税抜）

＋10日間 30,000円

＋20日間 50,000円

＋30日間 70,000円

◆ ガイダンス用アクセス数無制限オプション(2)
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◆ ガイダンス用アクセス数無制限オプション(3)

設定完了メール



NPO医学中央雑誌刊行会

医中誌Web利用ライセンスの発行について
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◆ 利用ライセンスの発行について

今後、利用ライセンスの発行は以下のタイミングのみとすることを検討中

No 現状の発行タイミング 発行の有無

1 トライアル開始時 ○

2 新規契約開始時 ○

3 契約更新時１
（契約プラン、契約代理店、認証・担当者情報の変更がない場合）

×

4 契約更新時２
（契約プラン、契約代理店、認証情報の変更がある場合）

○

5 契約プラン変更時
（アクセスフリープランへの移行、同時アクセス数の変更、
マルチサイトの追加、リモートアクセス契約、契約一本化など）

○

6 認証情報を変更した場合
（IP、ID変更、追加、削除、IP→ID、ID→IP、IP+ID）

○

7 機関及び担当者登録情報を変更した場合
（機関名、住所、担当者、部署、TEL、FAX、Mail）

×

8 管理者ID/パスワードを変更した場合 ○

9 ユーザーからの発行依頼 ○
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◆ お問合せ

ご清聴ありがとうございました

ご利用方法やご契約についてご不明な点が

ございましたら、お気軽にお問い合わせください

NPO医学中央雑誌刊行会 データベース事業部
Mail: info@jamas.or.jp / Tel: 03-3334-7575


